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第２節 水産業におけるマーケットインの取組 
 
水産業におけるマーケットインの取組は、水産物の価値向上や販路拡大等の水産関係事業

者にとってのメリットが期待されるだけでなく、消費者が良質な水産物を食べる機会の増加
にもつながるものであり、水産業の成長産業化を目指す上で極めて重要です。 
この節では、第１節で整理した課題について、関連する現場の取組事例を取り上げながら、

解決の方向性について分析します。 
 
（１）ニーズの把握の取組 
マーケットインの取組を考える場合に、マーケットのニーズを把握することは最も重要で

す。マーケットのニーズの把握については、新聞、テレビ、インターネット等の情報媒体か
らの情報収集のほか、消費者への販売活動、顧客への営業活動、商談会への参加等により関
係者とのコミュニケーションを通じて情報を得ることも必要です。 
漁業の現場では、鳥取県賀

か
露
ろ
地域の沖合底びき網漁業、鳥取県 境 港

さかいみなと
地域の日本海べにず

わいがに漁業及び長崎県長崎地域の以西底びき網漁業の事例のように、漁業者が市場関係者
と協力体制を構築してマーケットのニーズを把握し、その情報に基づき水産物の価値向上等
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法の転換や、消費者や顧客とのコミュニケーションを積極的に図ることによって消費者や顧
客のニーズの把握に努め、商品開発等の取組に生かすことによって売上の増加や販路拡大を
実現している事例も見られます（事例２）。東日本大震災の被災地においても、青森県の株式
会社ディメールの事例で見られるように、多くの水産加工業者が震災の影響で失われた販
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また、諸外国･地域における食品のマーケット情報や規制等に関する情報については、農林水
産省や独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が公表している情報が広く利用されていま
す。今般、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、国内外での営業活動や商談会等を
従来のように行えなくなっていますが、こうした状況下においても輸出の機会を確保してい
くため、JETRO は最新の海外市場動向について情報発信を行っているほか、オンラインに
よる商談機会の提供を行っています。海外マーケットについては、株式会社萌

きざ
すの事例のよ

うに、国内マーケットとは大きく異なるニーズがあることも想定しながらニーズの把握に努
めることで、新たな販路の開拓につながることが期待されます（事例４）。 
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水産庁では、地域の漁業・養殖業を収益性の高い構造へ転換するため、平成 19（2007）年度から、

新たな操業・生産体制の実証事業である「もうかる漁業創設支援事業」を継続しています。令和２
（2020）年度までの 14 年間で 183 件の取組が認定され、収益性向上の成果が見られています。 

これらの取組の中には、漁業者が市場関係者と協力して市場のニーズを把握することで、魚価の
向上を図っているものがあります。 

 

【事例１】漁業者と市場関係者が協力した市場のニーズの把握と対応の取組 

キダイの箱詰め方法の簡素化 

高鮮度処理を示す船名名札 

 
(1) 沖合底びき網漁業の事例（鳥取県賀露地域） 

鳥取県漁業協同組合が実施主体となった沖合底びき網漁業の事例
（取組期間：平成 20（2008）～25（2013）年度）では、賀露鮮魚仲買
協同組合や賀露中央海鮮市場組合等と連携し、高鮮度流通の取組を進
めました。具体的には、鮮度と色合いを重視する仲買人のニーズに対
応し、シャーベット氷で漁獲物を保冷し、高鮮度処理を示す船名名札
を魚箱に付与する取組を開始しました。 
その結果、取組期間の平均単価は、従前（平成 19（2007）～20（2008）

年）と比較し、松葉ガニ（鮮魚）2,907 円/kg→4,256 円/kg、ハタハタ
269 円/kg→290 円/kg と向上しました。また、従来は煮付け用か加工
用とされていたハタハタ、アカガレイ等について、より単価の高い刺
身用として引き合いが出るようになりました。 

 
 

 
(2) 日本海べにずわいがに漁業の事例（鳥取県境港地域） 

鳥取県漁業協同組合が実施主体となった日本海べにずわいがに漁業の事例（取組期間：平成 21
（2009）～26（2014）年度）では、境港魚市場株式会社等と連携し、高付加価値化の取組を進めま
した。具体的には、生鮮小ロットの需要の発生に対応して小口製品（6kg）の出荷・販売を新たに開
始しました。その結果、加工向けコンテナ製品（30kg）の平均単価 206 円/kg に対し、小口製品の
平均単価は 569 円/kg と、大きな単価向上が見られました。 

 

(3) 以西底びき網漁業の事例（長崎県長崎地域） 
一般社団法人長崎県以西底曳網漁業協会が実施主体となった以西底びき網漁業の事例（取組期

間：平成 28（2016）～30（2018）年度）では、長崎魚市株式会社等と連携し、付加価値向上の取
組を進めました。具体的には、小さいサイズのキダイの出荷において、従来は時間をかけて出荷用
の箱に並べていましたが、作業負担が大きいという課題がありました。このため、市場のニーズを
確認し、用途に応じて箱詰め方法を一部簡素化することで、作業時間が短縮され、乗組員の作業負
担軽減と鮮度向上につながりました。その結果、販売単価（1 年目 3,364 円/箱、2 年目 3,204 円/
箱）についても、取組を行っていない比較対象の船の平均販売単価（1 年目 3,306 円/箱、2 年目 3,163
円/箱）に比べて平均 1.5％高くなりました。 

 
 

また、同社は高齢者介護施設・病院向けの業務用商品についても売上を伸ばしていますが、この事
業では東京の営業所が中心となって、エンドユーザーとコミュニケーションを取っています。展示会
や紹介等新規ユーザーとの接触機会を作り、他社商品と比較される中で商品提案と失敗を繰り返すこ
とで、「どのような提案であれば安易な値下げをせずにお客様にメリットが出せるのか」を模索してい
ます。さらに、この結果を反映して、小野食品（株）としてのナショナルブランド＊の品ぞろえを毎年、
改廃しており、徐々に効果が出てきています。 
 

 
＊ メーカーが製造した自社製品に付与するブランド 

顧客からの声 
（令和元（2019）年 10月分より、改善の参考となる内容を一部抽出） 

資料提供：小野食品（株） 
 

【事例２】ニーズを掴むため、顧客との活発なコミュニケーションに取り組む 
   （小野食品株式会社） 

 
岩手県釜石

かまいし
市の小野食品（株）は、直販事業と業務用商品事業の両面でマーケットのニーズを直接

把握し、魚料理商品（煮魚・焼魚等）の開発に反映することによって売上を伸ばしています。 
昭和 63（1988）年に創業した当時は、卸売業者等の納入先が価格を決める薄利多売なビジネスス

タイルでしたが、徐々に消費者向けの直販事業（魚料理の頒布会等）を拡大してきました。消費者と
直接コミュニケーションを取るために本社併設のコールセンターの設置や、返信用ハガキ等でフィー
ドバックを受ける仕組み作り等を行いました。毎月数百通来る顧客からのハガキに対しては全て個別
に御礼の返事をしています。さらに、顧客からの要望を分析し、課題に優先順位をつけ、既存品の改
善や新商品開発に取り組んでいます。 

例えば、塩分についての商品改善が挙げられます。同社の顧客には高齢者も多く、近年、塩分が気
になるという声を受けるようになりました。そこで、特に塩分が気になるという声が多かったサバや
サンマ等の煮魚について商品をお届けする度に調味料の配合を変えていき、それに対する顧客の評価
を確認することを実施しています。漬け込みや下煮、タレ等塩分に関連する工程は複数ありますが、
酒や出汁等塩分をあまり含まないものを組み合わせながら味の調整をしています。味の他にも直販セ
ット商品のメニュー構成、商品サイズ、固さ、骨、価格、産地、注文方法等の要望についても改善を
行っています。 

味付けについて 利便性について その他　感想・意見
塩ぐあいが丁度良い。 買い物に行けない時助かる。 魚を食べる機会が増えた。
少ししょっぱい。 丁度二人分なので便利。 年金生活者には少し高い。
塩分が気になる。 真空パックが切りにくい。 外国産の原料が多い。
全体的に甘味が強い。 （個別商品評価）サバのカレー煮の例 カロリーが高いとありがたい。
同じ様な味付けで飽きた。 ソースが美味しかった。 家族の人数に応じて対応できないか。

サイズについて 子供でも甘目で食べ易い。 洋風や中華風を増やして欲しい。
高齢者には量がちょうど良い。 プレートランチ風にして食べました。 骨が殆どないのが助かる。
成人の男性には少し足りない。 スパイスが強い方が良い。 南蛮漬をまた入れて欲しい。
切身が貧弱。 味が染み込んでいない。 刺身のメニューも欲しい。
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同じ様な味付けで飽きた。 ソースが美味しかった。 家族の人数に応じて対応できないか。
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切身が貧弱。 味が染み込んでいない。 刺身のメニューも欲しい。
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（２）ニーズに応じた水産物供給の取組 
ア おいしさの確保と情報発信の取組 
消費者が水産物に求める重要な要素の１つがおいしさです。このニーズへの対応として、

漁業・養殖業等の現場では、氷締め、活締め、神経締めや急速凍結等の高鮮度化の様々な取
組が広く行われています。また、こうした取組を価格の向上につなげるためには、販売先と
のコミュニケーション等を通じて適切な評価を受けることも極めて重要です。 
例えば、琵琶湖の水産業を本気で何とかする会は、全国的に知名度が低く流通範囲も限ら

れていたビワマスについて、消費者や顧客のニーズを踏まえて高品質冷凍フィレ商品を開発
するだけでなく、SNS を活用した宣伝と販路拡大の取組を行うことで非常に大きな売上拡大

 
 （株）萌すは、沖縄県内でせり落とした鮮魚を、シンガ
ポール、台湾、タイ、香港等のローカル飲食店へ直接卸す
貿易事業を主軸とする企業です。 
 日本では、従来、魚は北へ行くほど脂が乗っておいしい
と考える人が多いことや、沖縄近海の魚種は九州以北では
なじみが薄いこともあり、沖縄県産の魚は県外の魚と比べ
て売りにくいと言われていました。 
 そうした中で、同社の創業者は、国内最大のマーケット
である東京ではなく、逆に沖縄より南の海外マーケットに
注目し、輸出を開始しました。東南アジアでは、沖縄県産
の魚は見慣れた魚種であり、北限近くの脂が乗ったおいし
い魚との評価を得ています。 

現在、アジアの国々では生活水準が上がり、おいしいも
のを食べたいというニーズが高まっていることを受けて、
同社の輸出の売上は急成長しています。 

ミーバイ（ヤイトハタ）の調理イメージ 
（写真提供：（株）萌す） 

【事例４】発想の転換で沖縄の魚のニーズを海外に見出す（株式会社萌す） 

 
平成 28（2016）年春には、ある量販店からの提案を元にしたし

め鯖の商品を開発し、売り場での消費者の反応をヒントにして訴
求ポイントを意識したパッケージにして発売しました。この商品
は大ヒットにつながり、第 27 回全国水産加工品総合品質審査会で
「農林水産大臣賞」を受賞しました。 

こうした取組によって徐々に個食パック向けの販路が拡大して
おり、従来にはなかったニーズに対応すべく引き続き新商品の開
発に取り組んでいます。 

【事例３】営業手法を転換してニーズを把握（株式会社ディメール） 

第 27回全国水産加工品総合
品質審査会で農林水産省大臣

賞を受賞した商品 

 
青森県八戸

はちのへ
市の水産加工会社（株）ディメールは、東日本大震災の前には商品を作るだけで売り方

は問屋に任せていました。しかし、震災後、失った販路を回復させるために営業手法を大きく転換し、
問屋と一緒に量販店等の現場を直接訪問し、商品のコンセプトや消費者への訴求ポイントも伝える働
きかけを行うようになりました。直接売り場を訪問して関係を構築することによって小売店のニーズ
も把握できるようになったことから、得られた情報は商品開発に活かされるようになっています。 

につなげています（事例５）。また、三重県の鳥羽
と ば

磯部
い そ べ

漁業協同組合等は、サワラのブランド
「答

とう
志
し
島
じま
トロさわら」の基準の１つにおいしさを保証する客観的な指標を採用することで販

売先からの高い評価につなげています（事例６）。 
 

 

 
ビワマスはサケ科の琵琶湖固有種で、旬の夏には上質な脂

が全身に乗り大変美味と言われています。しかし、琵琶湖の
水産物流通は相対取引＊１が中心で、生産者の多くは特定の取
引先のみに販売してきたため、ビワマスの全国的な知名度は
低い状態が続いていました。そうした中で、今般の新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で魚価が大きく下落したことに
より、生産者の多くは十分な売上を確保することができなく
なりました。そこで、全国の有志者が生産者と一体となって、
任意団体「琵琶湖の水産業を本気で何とかする会」を立ち上
げ、これまでの販売や経営を見直していきました。 

 

【事例５】全国の有志たちと琵琶湖の宝「ビワマス」を売り込め！（琵琶湖の水産
業を本気で何とかする会） 

夏が旬の琵琶湖固有種 
「ビワマス」 

同団体はまず、従来の関西圏への卸売販売に加えて、HP や EC サイト等 Web 上での小売販売も強
化することで消費者が 24 時間購入できる環境を整えました。また、「誰もがいつでも最高の」ビワマ
スを食べることができるよう、血抜き・神経締め等の活締め処理が施された、皮無し・骨抜きのリキ
ッドフリーザー凍結による高品質冷凍フィレ商品を開発しました。これによって、魚をさばくことが
できない人でも、切るだけで刺身を作ることができ、かつ最もおいしい旬の夏のビワマスが年中食べ
られるようになりました。 

さらに、同団体は、これらの活動を SNS 上で公開し、単純なモノ消費＊２からイミ消費＊３へ転換す
る販売・PR 戦略を展開したところ、ある EC サイトでは登録からわずか２か月で関西地域での農林
水産物人気ランキング１位を獲得するようになり、一晩で 300 件以上の注文が入ったほか、東京の大
手流通や小売販売店での取扱いが決まるなど、顧客に高く評価されるとともに急速に注目されるよう
になりました。この他、同団体は、SNS で得られた消費者からの意見に積極的に対応して、ビワマス
の加工形態を工夫した商品開発や、梱包・発送方法の改善等も進めました。 
 これらの取組の結果、新型コロナウイルス感染症拡大が水産業に大きな影響を及ぼす中においても
前年漁期比約 300～400％という販売実績を達成し、翌年の事業拡大に向けた施設整備を行うことが
できました。 
 
＊１ 生産者と小売業者が、販売価格及び数量について競りを通さず、直接交渉のうえ販売する方法。 
＊２ 消費者が商品そのものに価値を見いだす消費傾向のこと。 
＊３ 「地域活性」や「生産者応援」等、その商品が付帯的に持っている社会的・文化的な価値を見いだす消費傾向のこと。 

左：リキッドフリーザー「凍眠」（写真提供：株
式会社テクニカン） 

右：リキッドフリーザーで凍結した皮無し・骨抜 
きビワマスのフィレ。解凍後切るだけで刺身 
ができる。 

ビワマスの卵（ビワコ）で
作ったビワマスの親子丼 

船上で血抜
き・神経締めさ
れたビワマス 
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イ 多様なニーズに応える加工の取組 
水産加工の分野においては、消費者のニーズの多様化や簡便化志向が進んでいること、業

務用の商品でも取扱いが容易なもののニーズが高まっていること等に対応して、工夫を凝ら
した様々な加工形態の商品の開発が行われています。 
近年では、水産物の輸出拡大に伴って輸出先国・地域のニーズを踏まえた加工品の開発･

供給の取組も広がっています。 
例えば、三重県の尾鷲

お わ せ
物産株式会社は、国内外の様々なニーズに応じて養殖魚を加工した

商品を提供しています（事例７）。また、島根県の株式会社 SOL JAPAN は、地元の市場で
買い付けた旬の魚を刺身用等にカットして急速凍結した商品によって、海外の簡便化ニーズ
にも対応しつつ地元の魚の価値向上と販路拡大を図っています（事例８）。 

  

 
三重県鳥羽市で水揚げされるサワラは、伊勢湾の脂の乗ったイ

ワシ等を捕食して大きく育つため、よく脂が乗りおいしいと言わ
れていたものの、知名度が低く、その品質に取引価格が追いつい
ていない状況にありました。こうした状況を打破すべく、鳥羽磯
部漁業協同組合は、鳥羽市や地元の観光協会と一体となって「鳥
羽市・漁業と観光の連携促進協議会」を設立し、学識経験者とも
連携し、「答志島トロさわら」のブランドを立ち上げました。 

前述の通り、答志島トロさわらの特徴は脂の乗りの良さにあり
ます。同協議会が消費者向けに行ったアンケートでは、脂肪率が
10%を超えると「おいしい」という回答が多数となることがわか
りました。そこで、答志島トロさわらのブランド基準の１つに「脂
肪率が 10%以上」という客観的な指標でおいしさを保証するため
の項目が採用されました。脂の乗りの良い 10 月～翌１月をブラ
ンド期間とし、この時期に漁獲されたサワラは、魚を傷つけずに
脂肪率を測定することができる品質状態判別装置を用いて個体
毎に脂肪率が測定され、10%を上回った個体が答志島トロさわら
の候補となります。このほかにも、当日に一本釣りにより漁獲さ
れた個体に限るなどの多くのブランド基準があり、答志島トロさ
わらのおいしさにつなげています。 

 
 

品質状態判別装置で脂肪率を
計測している様子（写真提
供：鳥羽磯部漁業協同組合） 

【事例６】客観的な指標でおいしさを保証したブランド化の取組（鳥羽磯部漁業協
同組合、鳥羽市、鳥羽市観光協会） 

答志島トロさわら（写真提
供：鳥羽磯部漁業協同組合） 

 
こうした客観的な指標でおいしさを保証するなどの取組は販売先から高く評価されており、令和２

（2020）年度ブランド期間中の対象サイズ帯の平均単価（浜値）はブランド化前の平成 29（2017）年
度比 41.4％増、ブランド認定品については同期比 68.9％増となりました。 
 

 
 

 
 
 
ウ ニーズに対応した量の供給や販路の選択の取組 
漁業においては、一部の地域で、販売先のニーズに対応した量の供給を図る取組やニーズ

に応じて水揚地を選択する取組等が行われており、魚価向上の効果が見られています。こう
した取組は、漁業種類によっては魚種の選択ができないなどの理由で困難である場合もあり
ますが、それぞれの漁業の実態や地域の実情に即した取組を行うことで魚価の向上が期待で
きます。例えば、神奈川県の真鶴

まなづる
町漁業協同組合の定置網では、水揚げが不安定であっても

販売先である直売所や飲食店における需要とのバランスを取るべく、定置網の一部に魚を生
きたまま保管しておくための生簀

い け す
網を設け、大漁の時に出荷調整を行うことで供給の安定化

が図られ、単価の向上が見られています（事例９）。また、大阪府 鰮
いわし

巾着網
きんちゃくあみ

漁業協同組合等

 
島根県の（株）SOL JAPAN は、同県産の水産物にこだわ

って加工及び国内外への販売を行う水産加工会社です。同社
は、輸出を行う取引先からの要請に応え、地元の市場で買い
付けた旬の魚を刺身用にカットし、１トレーずつ真空パック
にして急速凍結した商品を供給しています。これにより、海
外においても、鮮度の良い刺身を、必要なタイミングで必要
な量だけ提供することが可能となっています。 

また、同社では、地元の漁業の活性化とマーケットのニー
ズの更なる取り込みに向け、漁獲量が不安定であるため安値
で取引されることが多いレンコダイを冷凍加工した姿造り
の商品を開発するなど新たな挑戦を行っています。 

 

【事例８】ニーズに対応した加工で地元の魚を海外に販売（株式会社 SOL JAPAN） 

ヒラマサを使った 
冷凍真空パックの刺身スライス 
（写真提供：（株）SOL JAPAN） 

ニーズに応じた多様な加工形態の商品 
（写真提供：尾鷲物産（株）） 

【事例７】国内外のニーズに応じた加工の取組（尾鷲物産株式会社） 
 
三重県の尾鷲物産（株）は、養殖のブリ、カンパチ、

タイ等の国内販売及び輸出を行う企業です。同社は商談
会や展示会における商談を通して顧客（小売店、外食店
等）のニーズを探り、商品の開発や案内を行っています。 

同社の加工事業は、マーケットの「必要な部位を必要
なだけ仕入れたい」というニーズに応えるため、「部位
別加工」技術に注力しており、多様なニーズに応じた商
品製作が可能となっています。 

例えば、国内では、魚を上手にさばける人材の確保が
困難となりつつある小売店や飲食店向けに、スライス等
の加工処理の進んだ形態の商品の提供を増やしていま
す。また、海外では、国・地域毎に好まれる部位が異な
ることから、フィレやカマのような部位ごとに顧客のニ
ーズに応じて加工した商品を提供することで、売上を伸
ばしています。 
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イ 多様なニーズに応える加工の取組 
水産加工の分野においては、消費者のニーズの多様化や簡便化志向が進んでいること、業

務用の商品でも取扱いが容易なもののニーズが高まっていること等に対応して、工夫を凝ら
した様々な加工形態の商品の開発が行われています。 
近年では、水産物の輸出拡大に伴って輸出先国・地域のニーズを踏まえた加工品の開発･

供給の取組も広がっています。 
例えば、三重県の尾鷲

お わ せ
物産株式会社は、国内外の様々なニーズに応じて養殖魚を加工した

商品を提供しています（事例７）。また、島根県の株式会社 SOL JAPAN は、地元の市場で
買い付けた旬の魚を刺身用等にカットして急速凍結した商品によって、海外の簡便化ニーズ
にも対応しつつ地元の魚の価値向上と販路拡大を図っています（事例８）。 

  

 
三重県鳥羽市で水揚げされるサワラは、伊勢湾の脂の乗ったイ

ワシ等を捕食して大きく育つため、よく脂が乗りおいしいと言わ
れていたものの、知名度が低く、その品質に取引価格が追いつい
ていない状況にありました。こうした状況を打破すべく、鳥羽磯
部漁業協同組合は、鳥羽市や地元の観光協会と一体となって「鳥
羽市・漁業と観光の連携促進協議会」を設立し、学識経験者とも
連携し、「答志島トロさわら」のブランドを立ち上げました。 

前述の通り、答志島トロさわらの特徴は脂の乗りの良さにあり
ます。同協議会が消費者向けに行ったアンケートでは、脂肪率が
10%を超えると「おいしい」という回答が多数となることがわか
りました。そこで、答志島トロさわらのブランド基準の１つに「脂
肪率が 10%以上」という客観的な指標でおいしさを保証するため
の項目が採用されました。脂の乗りの良い 10 月～翌１月をブラ
ンド期間とし、この時期に漁獲されたサワラは、魚を傷つけずに
脂肪率を測定することができる品質状態判別装置を用いて個体
毎に脂肪率が測定され、10%を上回った個体が答志島トロさわら
の候補となります。このほかにも、当日に一本釣りにより漁獲さ
れた個体に限るなどの多くのブランド基準があり、答志島トロさ
わらのおいしさにつなげています。 

 
 

品質状態判別装置で脂肪率を
計測している様子（写真提
供：鳥羽磯部漁業協同組合） 

【事例６】客観的な指標でおいしさを保証したブランド化の取組（鳥羽磯部漁業協
同組合、鳥羽市、鳥羽市観光協会） 

答志島トロさわら（写真提
供：鳥羽磯部漁業協同組合） 

 
こうした客観的な指標でおいしさを保証するなどの取組は販売先から高く評価されており、令和２

（2020）年度ブランド期間中の対象サイズ帯の平均単価（浜値）はブランド化前の平成 29（2017）年
度比 41.4％増、ブランド認定品については同期比 68.9％増となりました。 
 

 
 

 
 
 
ウ ニーズに対応した量の供給や販路の選択の取組 
漁業においては、一部の地域で、販売先のニーズに対応した量の供給を図る取組やニーズ

に応じて水揚地を選択する取組等が行われており、魚価向上の効果が見られています。こう
した取組は、漁業種類によっては魚種の選択ができないなどの理由で困難である場合もあり
ますが、それぞれの漁業の実態や地域の実情に即した取組を行うことで魚価の向上が期待で
きます。例えば、神奈川県の真鶴

まなづる
町漁業協同組合の定置網では、水揚げが不安定であっても

販売先である直売所や飲食店における需要とのバランスを取るべく、定置網の一部に魚を生
きたまま保管しておくための生簀

い け す
網を設け、大漁の時に出荷調整を行うことで供給の安定化

が図られ、単価の向上が見られています（事例９）。また、大阪府 鰮
いわし

巾着網
きんちゃくあみ

漁業協同組合等

 
島根県の（株）SOL JAPAN は、同県産の水産物にこだわ

って加工及び国内外への販売を行う水産加工会社です。同社
は、輸出を行う取引先からの要請に応え、地元の市場で買い
付けた旬の魚を刺身用にカットし、１トレーずつ真空パック
にして急速凍結した商品を供給しています。これにより、海
外においても、鮮度の良い刺身を、必要なタイミングで必要
な量だけ提供することが可能となっています。 

また、同社では、地元の漁業の活性化とマーケットのニー
ズの更なる取り込みに向け、漁獲量が不安定であるため安値
で取引されることが多いレンコダイを冷凍加工した姿造り
の商品を開発するなど新たな挑戦を行っています。 

 

【事例８】ニーズに対応した加工で地元の魚を海外に販売（株式会社 SOL JAPAN） 

ヒラマサを使った 
冷凍真空パックの刺身スライス 
（写真提供：（株）SOL JAPAN） 

ニーズに応じた多様な加工形態の商品 
（写真提供：尾鷲物産（株）） 

【事例７】国内外のニーズに応じた加工の取組（尾鷲物産株式会社） 
 
三重県の尾鷲物産（株）は、養殖のブリ、カンパチ、

タイ等の国内販売及び輸出を行う企業です。同社は商談
会や展示会における商談を通して顧客（小売店、外食店
等）のニーズを探り、商品の開発や案内を行っています。 

同社の加工事業は、マーケットの「必要な部位を必要
なだけ仕入れたい」というニーズに応えるため、「部位
別加工」技術に注力しており、多様なニーズに応じた商
品製作が可能となっています。 

例えば、国内では、魚を上手にさばける人材の確保が
困難となりつつある小売店や飲食店向けに、スライス等
の加工処理の進んだ形態の商品の提供を増やしていま
す。また、海外では、国・地域毎に好まれる部位が異な
ることから、フィレやカマのような部位ごとに顧客のニ
ーズに応じて加工した商品を提供することで、売上を伸
ばしています。 
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によるシラスを対象とした船びき網漁業の取組では、仲買人との取引の相対から入札への移
行、沖で操業中の漁業者が市場での需要を即時に把握できる仕組みの導入、鮮度保持能力の
向上等の取組によって単価の向上が見られています（事例 10）。さらに、宮城県沖合底びき
網漁業協同組合による取組では、市場関係者との需給情報に関する定期的な情報交換に基づ
く水揚量の上限の設定、買受人の計画的購入に資する各船団の操業情報の提供、従来の水揚
地以外の市場の需要に応じた供給の取組によって単価の向上が見られています（事例 11）。 
 養殖業については、定質・定量・定時・定価格の生産物を供給できる特性を生かして売り
先のニーズへの対応を一層推進していくことが期待されています。その実現のためには、生
産、加工、流通、販売等の機能が連携・連結し、効率性を高めることが重要です。例えば、
愛媛県の株式会社宇和島

う わ じ ま
プロジェクトは、養殖事業者と連携して養殖生産、加工、販売を行

っており、国内外のマーケットニーズの把握・対応を積極的に行うことで、「みかんブリ」等
のブランド養殖魚の国内外での販路を拡大しています（事例 12）。 
 水産物流通については、最大の流通経路は産地卸売市場・消費地卸売市場を経由したもの
ですが、近年、売り手・買い手双方のニーズに対応した別の流通経路の利用が広がりを見せ
ています。その１つとして、電子商取引（EC）1のサービスを利用した産地の事業者と各地
の小売事業者の間の取引は、スーパーマーケット等の事業者の購買の効率化や産地の販路拡
大につながっています。例えば、みらいマルシェ株式会社が提供するサービスでは、産地の
販売者とスーパーマーケットとの直接取引が可能となっており（事例 13）、株式会社ウーオ
が提供するサービスでは、産地市場の漁協や仲買業者に鮮魚の買い付けを依頼することが可
能となっており、産地での販路の拡大につながっています（事例 14）。また、インターネッ
トや直売所を利用した産地から消費者への直接販売の取組によっても、漁業者の収入確保や
販路拡大といった成果が見られるようになってきています。 
 水産加工業においては、ニーズに対応するために生産能力の向上を図っている場合があり
ます。特に、東日本大震災の被災地においては、多くの水産加工業者が震災の影響で失われ
た販路・売上の回復に向けて販売先のニーズに対応するための生産能力の向上の取組を行っ
ており、販路の回復・拡大といった成果が見られています。例えば、青森県の三富

さんとみ
産業株式

会社は、取引先が求める数量のイカソーメンの生産を可能とするため自動盛り付けラインを
導入することで、更なる注文の増加につなげています。また、岩手県の重茂

お も え
漁業協同組合で

は、取引先からの受注量の伸びに対応するため、半自動計量器やシール貼り付け機等を導入
することで、収益性の向上、新規規格の商品製造、販売先の取引再開につなげています（事
例 15）。 

  

 
1 インターネットを利用して、受発注がコンピューターネットワークシステム上で行われること。 

 

 

 
 宮城県沖合底びき網漁業協同組合は、東日本大震災の被災を契機に、平成 24（2012）年９月から、
沖合底びき網漁業の収益性の回復を図り、地域水産業の復興に寄与することを目的として、「がんばる
漁業復興支援事業＊」を活用したプロジェクトに取り組んできました。 
 このプロジェクトにおける取組の中では、需要に応じた水揚げによって魚価の安定を図るため、同組
合、石巻

いしのまき
魚市場及び石巻魚市場買受人協同組合の３者の間で漁獲物の需給状況に関する情報交換を定

期的に行い、その結果を踏まえて必要に応じて１航海当たりの水揚量の上限を設定したほか、買受人が
計画的に購入できるよう各船団の操業情報（操業位置、漁獲魚種、漁獲量等）を買受人へ提供しました。
また、従来の水揚地である石巻以外の市場の需要に応じた供給の取組として、女川

おながわ
魚市場への直接水揚

げや塩釜魚市場への陸送も実施してきました。 
 こうした取組の結果、平均販売単価は、震災前（平成 20（2008）～22（2010）年漁期の平均）の 121
円/kg から徐々に向上し、平成 26（2014）年漁期には 190 円/kg となりました。 
 
＊水産庁では、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故の影響で経営に支障を来している漁業者・養殖業者を対象
に、震災後の環境に対応した収益性の高い操業・生産体制の構築を図る取組に必要な経費を支援する「がんばる漁業
復興支援事業」を平成 23（2011）年 11 月から実施している。令和２（2020）年度までに漁船漁業 54 件、養殖業 75
件の取組が認定されている。 

【事例 11】需要に応じた水揚げのための沖合底びき網漁業での取組（宮城県沖合
底びき網漁業協同組合） 

 
 大阪府鰮巾着網漁業協同組合は、岸和田市及び大阪府とともに岸和田臨海地区地域水産業再生委員
会を立ち上げ、平成 26（2014）年から「浜の活力再生プラン」に基づく取組を実施しています。こ
の取組の中では、船びき網漁業に関し、漁業者と仲買人との取引を相対から入札へ移行するとともに、
入札情報を沖で操業中の漁師のスマートフォンで確認できるようにしました。これにより、漁業者は、
「どこの漁場のシラスにいくらの値段が付いているか」、「どこでシラスが多く獲られているか」とい
う市場での需要を即時に把握できるようになったことから、高価格のシラスがいる漁場への移動や、
取引が不調な時の漁の切り上げ等の効率的な操業が可能となりました。また、この他に、沖での水揚
げから荷さばき施設に至るまでの鮮度保持能力の向上、共同運搬船で船団が水揚げした魚の海上での
回収等の付加価値向上とコスト削減のための取組も合わせて実施しました。 
 これらの取組の結果、シラスの単価は 286 円/kg（平成 22（2010）～26（2014）年の平均）から
419 円/kg（平成 26（2014）～28（2016）年の平均）へと、約 1.5 倍になりました。 
 

【事例 10】需要に応じた水揚げのための船びき網漁業での取組（大阪府鰮巾着網
漁業協同組合） 

 
 神奈川県の真鶴町漁業協同組合の定置網では、漁法の特性上、日々の漁獲量にばらつきがあり、大
漁時に魚価が下落していました。また、県内の直売所や県外の飲食店から直接販売の需要が高いマア
ジやスルメイカ等は、水揚げが不安定なため注文に応じることができない場合もあり、需要と供給の
バランスを取ることが課題となっていました。 
 そこで、網の敷設位置を見直すなどの改革に取り組んだところ、需要の高い魚種の割合が従前の
14％から 33％（平成 26（2014）～令和元（2019）年の平均）に増え、直接販売の回数も増加しまし
た。さらに、魚を生きたまま保管しておくための生簀網を定置網の一部に設け、大漁の時に出荷調整
を行うことで、単価下落を最小限に抑えながら、安定供給の維持につなげています。 

これらの取組の結果、漁獲物の平均単価は従前の 98 円/kg から 233 円/kg に大きく向上しました。 
 

【事例９】需要に応じた水揚げのための定置網漁業での取組（真鶴町漁業協同組合） 
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によるシラスを対象とした船びき網漁業の取組では、仲買人との取引の相対から入札への移
行、沖で操業中の漁業者が市場での需要を即時に把握できる仕組みの導入、鮮度保持能力の
向上等の取組によって単価の向上が見られています（事例 10）。さらに、宮城県沖合底びき
網漁業協同組合による取組では、市場関係者との需給情報に関する定期的な情報交換に基づ
く水揚量の上限の設定、買受人の計画的購入に資する各船団の操業情報の提供、従来の水揚
地以外の市場の需要に応じた供給の取組によって単価の向上が見られています（事例 11）。 
 養殖業については、定質・定量・定時・定価格の生産物を供給できる特性を生かして売り
先のニーズへの対応を一層推進していくことが期待されています。その実現のためには、生
産、加工、流通、販売等の機能が連携・連結し、効率性を高めることが重要です。例えば、
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プロジェクトは、養殖事業者と連携して養殖生産、加工、販売を行

っており、国内外のマーケットニーズの把握・対応を積極的に行うことで、「みかんブリ」等
のブランド養殖魚の国内外での販路を拡大しています（事例 12）。 
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さんとみ
産業株式
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【事例９】需要に応じた水揚げのための定置網漁業での取組（真鶴町漁業協同組合） 
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 愛媛県宇和島市の（株）宇和島プロジェクトは、同市内の養殖業者と連携した養殖生産、加工、販
売事業を実施しており、販売先のニーズに的確に対応することに力を入れ、養殖業者と販売先とのビ
ジネスマッチングの架け橋としての役割を果たしています。 
 同社は、平成 24（2012）年、地元養殖業者及び愛媛県農林水産研究所と共同で、地域資源である
柑橘と養殖魚を組み合わせ、血合い部分の褐変防止に加え、魚臭さの低減、柑橘系の風味で食べやす
いといった、外食産業や消費者にとってのメリットを訴求した「みかんブリ」を開発・ブランド化し
ています。みかんブリの普及のため、販売先の選定等を目的として外食企業等への試食アンケートを
行い、大手回転寿司チェーンへの販売を開始しました。このアンケートではさわやかな柑橘風味が特
に女性から好評が得られたことから、その後も、女性をターゲットとして同様のポイントを訴求した
「みかん鯛」や「宇和島サーモン（みかん銀鮭）」を開発しました。これらのブランド養殖魚は、国
内の外食チェーンや量販店へ直接販売されるとともに、海外での食品見本市に出展することで来場者
から高い評価を得て商談の成立につながっています。 

また、平成 28（2016）年に中東地域での販路開拓を目的として養殖魚（マグロ、スマ）で国内初
のハラール認証＊を取得しました。さらに、中東地域での商談を通して特に好評であった宇和島サー
モン等の商品に興味をもった現地の日本料理店の料理長や飲食店バイヤーを日本に招き、養殖生産や
加工の現場の視察を通じて商品の理解を深めてもらう取組を通じて、先方からのニーズに合った量の
商品を出荷できる体制を確立しました。一方で、生産者も販売先を訪問することによって、マーケッ
トニーズを実感しています。 
 今後、このようなマーケットニーズの把握・対応を積極的に行う取組が広がることで、養殖魚の新
たな海外販路の開拓が進むことが期待されます。 
 
＊ハラール認証とは、対象となる商品・サービスがイスラーム法に則って生産・提供されたものであることをハラー
ル認証機関が監査し、一定の基準を満たしていると認めること。 

 

柑橘系の風味等によって国内外から好評を得ている養殖魚
（写真提供：（株）宇和島プロジェクト） 

【事例 12】需要に応じた養殖生産のための取組（株式会社宇和島プロジェクト） 

 
 

 

 
株式会社ウーオは、産地市場のセリに並ぶ鮮魚をスマートフォンの

アプリから簡単に発注できるサービスを提供しています。同社は鳥取
港及び網代

あ じ ろ
港で買参権を持っているほか、100 以上の漁港とパートナ

ーシップを組んでおり、これらの漁港で水揚げされた魚をアプリで注
文することができます。同社の代表は、従来の流通では「情報の透明
性」、「受発注業務の負担」に改善の余地があると捉えており、同社の
サービスによってこれらの課題を解決していくとしています。 

ユーザー（小売店の鮮魚バイヤー等）は本サービスのアプリを通じ
て多くの漁港の情報を得ることができ、この情報を基に鮮魚の買い付
けのリクエストを送ることができます。リクエストを受けた産地では
漁協の直販課や仲買業者が実際にセリに参加して鮮魚を買い付け、ユ
ーザーへ送る仕組みとなっています。これにより、ユーザーは馴染み
の漁港が急な天候不良で仕入れができなくなっても、移動することな
く他漁港から仕入れることができます。また、魚の漁獲日や直近の相
場といった情報が可視化され、情報の透明性が確保されるとしていま
す。 

同社は、本サービスを利用するバイヤーが増加し、仲買業者の販路
が拡大することにより、バイヤー間での競争が生まれやすい環境とな
ることから、産地市場のセリでの競争が生まれやすくなり、産地価格
が上昇することで漁業者の応援をしていくとしています。 

 

【事例 14】アプリから産地市場での買い付けを依頼（株式会社ウーオ） 

アプリ「UUUO」の画面 
（写真提供：（株）ウーオ） 

 
みらいマルシェ（株）は、全国の産地とスーパーマーケッ

トが鮮魚を直接取引する法人向けのスマートフォンアプリ
によるサービスを提供しています。令和２（2020）年 12 月
末の時点で、45 社 200 店舗のスーパーマーケット及び約 45
社の産地の販売者がこのサービスを利用しています。 

購入の際には、商品の情報をリアルタイムで確認し、注文
することができます。近年、スーパーマーケットにおいて、
これまでのような伝票作成や電話での注文等の作業を見直
す動きがある中で、利用者であるバイヤーからはこのサービ
スの利便性が評価されています。 

一方、産地の販売者は、日々の漁の状況や顧客のニーズ等
を考慮して、商品の規格と単価の提案を自由に行うことがで
きます。これまでネットワークがなかったスーパーマーケッ
トとも直接取引が可能となること自体も大きなメリットに
なっています。 

令和２（2020）年には、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響でバイヤーが産地に足を運びにくくなるとともに、多く
の産地で販売先の確保が難しくなった中で、全国の産地とス
ーパーマーケットにおける利用者が大きく増加しました。 

【事例 13】産地とスーパーの直接取引をアプリで効率化（みらいマルシェ株式会社） 

アプリ「みらいマルシェ」の画面 
（写真提供：みらいマルシェ（株）） 
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【事例 13】産地とスーパーの直接取引をアプリで効率化（みらいマルシェ株式会社） 

アプリ「みらいマルシェ」の画面 
（写真提供：みらいマルシェ（株）） 
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（３）潜在的なニーズを発掘する取組 
 多くの消費者にとって、小売店で魚介類の旬やおいしい食べ方等の情報を得る機会は減少
してきていますが、近年、特色ある売場づくりを目指す地域の食品スーパー等において、国
産魚介類の販売拡大を目指した取組が見られます。また、消費者は食べ方が想像できないと
なかなか商品を買ってくれないことから、魚介類の調理に詳しい人材が消費者との対面販売
を行うことで消費者のニーズに合わせておいしい魚を食べる機会を提供することを試みると
ころや、地産地消をスローガンに、地域の新鮮な魚介類を提供する機会を設けているところ
もあります。例えば、首都圏を中心に鮮魚店を展開する角上

かくじょう
魚類ホールディングス株式会社

 
 東日本大震災の被災地域の水産加工業においては、生産能力の回復に比べて売上の回復が遅れて
おり、失われた販路・売上の確保等が課題となっています。国は、販路回復に向けた取組を行う被
災地の水産加工業者等を支援するため、平成 27（2015）年度から「復興水産加工業等販路回復促
進事業」（以下「販路回復事業」といいます。）を行っています。この事業を通じ、多くの水産加工
業者が、販売先のニーズや需要を考慮しながら機器導入による生産能力の向上を含む取組を実施
し、販路・売上の回復を実現しています。 
 

自動盛り付けライン 

【事例 15】水産加工業における生産能力の向上によるニーズへの対応 

半自動計量器 

 
(2) 重茂漁業協同組合 

岩手県宮古市の重茂漁業協同組合では、既存の取引先からのカットワ
カメ等乾燥袋詰製品の受注量が伸びていましたが、手作業で袋詰めして
いるため生産性が低く、需要に対応した製造ができない場合があり、新
規取引先からの依頼にも応えられていませんでした。また、震災後、加
工業の従業員が大幅に減少したため、工場の稼働率が悪く、生産量の維
持･拡大が困難で、売上高の回復が難しい状況でした。 

そこで、製造効率の向上のため、販路回復事業を活用して半自動計量
器、シール貼り付け機、パレット積み補助機等を導入し、従来よりも少
人数で大量の製造を可能にするとともに、歩留り率を向上させました。
その結果、収益が向上するなどの成果が見られたほか、新規規格のボイ
ルワカメ･コンブの製造も可能となったことにより震災以降取引を停止
していた販売先との取引再開につながりました。 

 
(1) 三富産業株式会社 

青森県八戸市の三富産業(株)は、イカ等の加工を行う水産加工会社で
す。同社は、イカソーメン等の加工原料であるスルメイカの水揚げが近
年大幅に減少して価格が高騰していることや、スーパーマーケットのバ
ックヤードで加工の手間を省くニーズがあることを踏まえ、比較的安価
なヤリイカのイカソーメンを開発しましたが、取引先が求める数量に十
分に対応するためには、生産能力の不足が課題となっていました。特に、
イカソーメンをトレーに乗せる工程は人手と時間がかかるため、現在の
人手不足の状況下では対応が困難でした。 

そこで、販路回復事業を活用して自動盛り付けラインを導入すること
で取引先が求める数量の供給が可能となり、更なる注文の増加にもつな
げることができました。 

 

は、魚のおいしい食べ方を伝える対面販売と鮮度が良く手頃な魚の調達に力を入れることで
年々売上を伸ばしています（事例 16）。さらに、インターネットを活用して水産物の情報や
さばき方・調理方法を紹介する動画を配信するなどの取組も広がってきています。例えば、
JF グループでは、地域ごと、季節ごとに漁師自らが自信を持って勧める水産物を「プライド
フィッシュ」として選定し、インターネットで情報発信し、販売するなどの取組を行ってい
ます（事例 17）。こういった様々な水産関係事業者による取組は、消費者の潜在的な魚食の
ニーズを掘り起こし、水産物の消費拡大や多様な魚介類の価値向上につながることが期待さ
れます。 
 今般、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって外食から内食へと食の需要が大きく
変化しましたが、漁業者がインターネットを使った水産物の直接販売を始めるなど、水産関
係事業者がこの変化に対応してニーズを発掘しようと新たな取組を開始する動きが見られま
した。例えば、宮城県の若手漁師等から成る団体「一般社団法人フィッシャーマン・ジャパ
ン」は、内食の需要の増加をチャンスと捉え、消費者向けに鮮魚の詰め合わせの通信販売を
開始し、好調な売上につなげています（事例 18）。また、羽田市場株式会社は、同年５月に
消費者向けに業務用の商品を販売する EC サイトを立ち上げ、売上の大きな回復につなげて
います（事例 19）。 
また、国は、水産物販売促進緊急対策事業において、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で販売が落ち込んだ水産物の販売を促進するため、学校給食での水産物の提供や、インタ
ーネット通販での送料支援、ＰＲ活動等の取組を支援しました。この事業を活用して、大手
鮮魚チェーン店では試供品提供による水産物の販売促進を実施しました（図表特-2-1）。 

 

 

  

 
首都圏を中心に鮮魚店を 22 店舗経営する角上魚類ホ

ールディングス（株）は、多様で鮮度の良い魚を手頃な
価格で販売することで、普段魚を食べ慣れていない内陸
の地域においても人気を集め、年々売上を伸ばしていま
す。 

これを可能としているのは、市場で鮮度が良く手頃な
魚を見分けて買い付ける自社のバイヤーと、店内で消費
者に多様な魚のおいしい食べ方を伝える対面販売の人材
の存在です。同社で販売される鮮魚は、経験豊富なバイ
ヤーが朝に市場で買い付け、当日昼頃には各店舗に届け
られます。また、店舗では対面販売によって魚の食べ方
の説明や下処理のサービスを行うことにより、消費者の
ニーズに合わせて、おいしい魚を食べる機会を提供して
います。 

【事例 16】調達と対面販売の強化により魚の本当のおいしさを消費者に伝える 
（角上魚類ホールディングス株式会社） 

対面販売を行う鮮魚売り場 
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（３）潜在的なニーズを発掘する取組 
 多くの消費者にとって、小売店で魚介類の旬やおいしい食べ方等の情報を得る機会は減少
してきていますが、近年、特色ある売場づくりを目指す地域の食品スーパー等において、国
産魚介類の販売拡大を目指した取組が見られます。また、消費者は食べ方が想像できないと
なかなか商品を買ってくれないことから、魚介類の調理に詳しい人材が消費者との対面販売
を行うことで消費者のニーズに合わせておいしい魚を食べる機会を提供することを試みると
ころや、地産地消をスローガンに、地域の新鮮な魚介類を提供する機会を設けているところ
もあります。例えば、首都圏を中心に鮮魚店を展開する角上
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魚類ホールディングス株式会社

 
 東日本大震災の被災地域の水産加工業においては、生産能力の回復に比べて売上の回復が遅れて
おり、失われた販路・売上の確保等が課題となっています。国は、販路回復に向けた取組を行う被
災地の水産加工業者等を支援するため、平成 27（2015）年度から「復興水産加工業等販路回復促
進事業」（以下「販路回復事業」といいます。）を行っています。この事業を通じ、多くの水産加工
業者が、販売先のニーズや需要を考慮しながら機器導入による生産能力の向上を含む取組を実施
し、販路・売上の回復を実現しています。 
 

自動盛り付けライン 

【事例 15】水産加工業における生産能力の向上によるニーズへの対応 

半自動計量器 

 
(2) 重茂漁業協同組合 

岩手県宮古市の重茂漁業協同組合では、既存の取引先からのカットワ
カメ等乾燥袋詰製品の受注量が伸びていましたが、手作業で袋詰めして
いるため生産性が低く、需要に対応した製造ができない場合があり、新
規取引先からの依頼にも応えられていませんでした。また、震災後、加
工業の従業員が大幅に減少したため、工場の稼働率が悪く、生産量の維
持･拡大が困難で、売上高の回復が難しい状況でした。 

そこで、製造効率の向上のため、販路回復事業を活用して半自動計量
器、シール貼り付け機、パレット積み補助機等を導入し、従来よりも少
人数で大量の製造を可能にするとともに、歩留り率を向上させました。
その結果、収益が向上するなどの成果が見られたほか、新規規格のボイ
ルワカメ･コンブの製造も可能となったことにより震災以降取引を停止
していた販売先との取引再開につながりました。 

 
(1) 三富産業株式会社 

青森県八戸市の三富産業(株)は、イカ等の加工を行う水産加工会社で
す。同社は、イカソーメン等の加工原料であるスルメイカの水揚げが近
年大幅に減少して価格が高騰していることや、スーパーマーケットのバ
ックヤードで加工の手間を省くニーズがあることを踏まえ、比較的安価
なヤリイカのイカソーメンを開発しましたが、取引先が求める数量に十
分に対応するためには、生産能力の不足が課題となっていました。特に、
イカソーメンをトレーに乗せる工程は人手と時間がかかるため、現在の
人手不足の状況下では対応が困難でした。 

そこで、販路回復事業を活用して自動盛り付けラインを導入すること
で取引先が求める数量の供給が可能となり、更なる注文の増加にもつな
げることができました。 

 

は、魚のおいしい食べ方を伝える対面販売と鮮度が良く手頃な魚の調達に力を入れることで
年々売上を伸ばしています（事例 16）。さらに、インターネットを活用して水産物の情報や
さばき方・調理方法を紹介する動画を配信するなどの取組も広がってきています。例えば、
JF グループでは、地域ごと、季節ごとに漁師自らが自信を持って勧める水産物を「プライド
フィッシュ」として選定し、インターネットで情報発信し、販売するなどの取組を行ってい
ます（事例 17）。こういった様々な水産関係事業者による取組は、消費者の潜在的な魚食の
ニーズを掘り起こし、水産物の消費拡大や多様な魚介類の価値向上につながることが期待さ
れます。 
 今般、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって外食から内食へと食の需要が大きく
変化しましたが、漁業者がインターネットを使った水産物の直接販売を始めるなど、水産関
係事業者がこの変化に対応してニーズを発掘しようと新たな取組を開始する動きが見られま
した。例えば、宮城県の若手漁師等から成る団体「一般社団法人フィッシャーマン・ジャパ
ン」は、内食の需要の増加をチャンスと捉え、消費者向けに鮮魚の詰め合わせの通信販売を
開始し、好調な売上につなげています（事例 18）。また、羽田市場株式会社は、同年５月に
消費者向けに業務用の商品を販売する EC サイトを立ち上げ、売上の大きな回復につなげて
います（事例 19）。 
また、国は、水産物販売促進緊急対策事業において、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で販売が落ち込んだ水産物の販売を促進するため、学校給食での水産物の提供や、インタ
ーネット通販での送料支援、ＰＲ活動等の取組を支援しました。この事業を活用して、大手
鮮魚チェーン店では試供品提供による水産物の販売促進を実施しました（図表特-2-1）。 

 

 

  

 
首都圏を中心に鮮魚店を 22 店舗経営する角上魚類ホ

ールディングス（株）は、多様で鮮度の良い魚を手頃な
価格で販売することで、普段魚を食べ慣れていない内陸
の地域においても人気を集め、年々売上を伸ばしていま
す。 

これを可能としているのは、市場で鮮度が良く手頃な
魚を見分けて買い付ける自社のバイヤーと、店内で消費
者に多様な魚のおいしい食べ方を伝える対面販売の人材
の存在です。同社で販売される鮮魚は、経験豊富なバイ
ヤーが朝に市場で買い付け、当日昼頃には各店舗に届け
られます。また、店舗では対面販売によって魚の食べ方
の説明や下処理のサービスを行うことにより、消費者の
ニーズに合わせて、おいしい魚を食べる機会を提供して
います。 

【事例 16】調達と対面販売の強化により魚の本当のおいしさを消費者に伝える 
（角上魚類ホールディングス株式会社） 

対面販売を行う鮮魚売り場 
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図：スーパーマーケットの部門別の正社員不足の割合 

資料：（一社）全国スーパーマーケット協会、（一社）日本スーパーマーケット協会及びオール日本ス
ーパーマーケット協会「スーパーマーケット年次統計調査報告書」（令和２（2020）年７月～８
月実施、国内スーパーマーケット保有企業 265 社回答） 

 

【コラム】スーパーマーケットの人材不足 
 

かつては、いわゆる街の魚屋さんが魚介類の旬や産地、おいしい食べ方等を消費者に教え、調理方
法に合わせた下処理のサービス等も提供して人々の食生活を支えていましたが、鮮魚専門の小売店の
数は減少し、消費者の多くはスーパーマーケット等の量販店で魚介類を買うことが多くなっています。
近年、日本人の水産物消費量が減少していますが、主要な販売場所であるスーパーマーケットにおい
ては人材不足が課題となっています。 

令和２（2020）年７～８月に、全国の小売団体 3 協会が発表した「スーパーマーケット年次統計調
査報告書」によると、正社員が不足している部門として、水産・鮮魚売場部門が最も多い回答でした
（図）。水産物は、そのままで売る野菜等と違い、店頭に並べる際に内臓を除去したり 3 枚におろした
りすることが多くなります。また、魚種が多くしかもいろいろなサイズを扱うため、魚に対する幅広
い知識と魚をさばく技術が求められますが、そのような知識と技術を有する人は少なく、また技術を
有する人の業務が固定化され、休みが取りづらくなってしまうといった課題もあるようです。 
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JF グループ（全国の漁連・漁協）では、平成 26（2014）

年度から、地域ごと、季節ごとに漁師自らが自信を持って
勧める水産物を「プライドフィッシュ」として選定し、情
報発信する取組を行っています。具体的には、全国各地の
スーパーマーケットや百貨店、飲食店でのフェアや、
Fish-1 グランプリ等の PR イベント等を開催するととも
に、プライドフィッシュを味わえるご当地の飲食店や各種
コンテンツ等の国産水産物の消費拡大に関する様々な情
報をインターネットで発信しているほか、令和 2（2020）
年 2 月に開設した産直通販サイト「JF おさかなマルシェ 
ギョギョいち」においてもプライドフィッシュの販売を行
っています。 

「プライドフィッシュ」のウェブサイト 

【事例 17】潜在的なニーズの発掘に向けた「プライドフィッシュ」の取組 
（JFグループ） 

 

 

 
  

       キハダ             カンパチ            ホタテガイ 

（写真提供：（株）魚力
うおりき

） 

図表特-2-1 小売店での水産物販売促進の例 

 
羽田市場（株）は従来、小売店や飲食店へ、空輸により究極まで鮮度の良さを求めた水産物を提供

するサービスを行っていましたが、令和２（2020）年４月頃、新型コロナウイルス感染症拡大によっ
て外食産業が影響を受けると、同社も売上がほとんど無くなる程の影響を受けました。 

そこで、同年５月、この厳しい状況を打破するべく、消費者向けに業務用の商品を販売する EC サ
イト「漁師さん応援プロジェクト」を立ち上げたところ、インターネットや SNS を通じて広く知られ
る様になり、消費者の内食需要を掴んで売上の大きな回復に至っています。 
 

【事例 19】新型コロナウイルス感染症拡大を契機として業務用 EC サービスから
消費者向け ECサービスへ拡大（羽田市場株式会社） 

【事例 18】新型コロナウイルス感染症拡大を契機として生産者が鮮魚の通信販売
に挑戦（一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン） 

 
（一社）フィッシャーマン・ジャパンは、宮城県

内で活動している若手漁師や流通業者等から成る団
体です。 

同団体は、今般の新型コロナウイルス感染症拡大
によって外食向けの売上が大きく落ち込むなどの影
響を受けましたが、内食の需要の増加を「質の良い
魚の味わいと、さばき方・楽しみ方を消費者に伝え
るチャンス」と捉え、令和２（2020）年４月、消費
者向けに、従来飲食店等に提供されていた高品質・
高単価の鮮魚を含む詰め合わせの通信販売を開始し
ました。注文者にはオンライン会議アプリ等を使っ
てさばき方を指南しているほか、魚料理の普及に向
けたインターネット動画の配信も行っています。こ
うした取組が功を奏し、好調な売上が続いています。 

 

魚のさばき方のオンライン動画付きの 
鮮魚の通信販売 

（写真提供：（一社）フィッシャーマン・ジャ 
パン） 
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図：スーパーマーケットの部門別の正社員不足の割合 

資料：（一社）全国スーパーマーケット協会、（一社）日本スーパーマーケット協会及びオール日本ス
ーパーマーケット協会「スーパーマーケット年次統計調査報告書」（令和２（2020）年７月～８
月実施、国内スーパーマーケット保有企業 265 社回答） 

 

【コラム】スーパーマーケットの人材不足 
 

かつては、いわゆる街の魚屋さんが魚介類の旬や産地、おいしい食べ方等を消費者に教え、調理方
法に合わせた下処理のサービス等も提供して人々の食生活を支えていましたが、鮮魚専門の小売店の
数は減少し、消費者の多くはスーパーマーケット等の量販店で魚介類を買うことが多くなっています。
近年、日本人の水産物消費量が減少していますが、主要な販売場所であるスーパーマーケットにおい
ては人材不足が課題となっています。 

令和２（2020）年７～８月に、全国の小売団体 3 協会が発表した「スーパーマーケット年次統計調
査報告書」によると、正社員が不足している部門として、水産・鮮魚売場部門が最も多い回答でした
（図）。水産物は、そのままで売る野菜等と違い、店頭に並べる際に内臓を除去したり 3 枚におろした
りすることが多くなります。また、魚種が多くしかもいろいろなサイズを扱うため、魚に対する幅広
い知識と魚をさばく技術が求められますが、そのような知識と技術を有する人は少なく、また技術を
有する人の業務が固定化され、休みが取りづらくなってしまうといった課題もあるようです。 
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JF グループ（全国の漁連・漁協）では、平成 26（2014）

年度から、地域ごと、季節ごとに漁師自らが自信を持って
勧める水産物を「プライドフィッシュ」として選定し、情
報発信する取組を行っています。具体的には、全国各地の
スーパーマーケットや百貨店、飲食店でのフェアや、
Fish-1 グランプリ等の PR イベント等を開催するととも
に、プライドフィッシュを味わえるご当地の飲食店や各種
コンテンツ等の国産水産物の消費拡大に関する様々な情
報をインターネットで発信しているほか、令和 2（2020）
年 2 月に開設した産直通販サイト「JF おさかなマルシェ 
ギョギョいち」においてもプライドフィッシュの販売を行
っています。 

「プライドフィッシュ」のウェブサイト 

【事例 17】潜在的なニーズの発掘に向けた「プライドフィッシュ」の取組 
（JFグループ） 

 

 

 
  

       キハダ             カンパチ            ホタテガイ 

（写真提供：（株）魚力
うおりき

） 

図表特-2-1 小売店での水産物販売促進の例 

 
羽田市場（株）は従来、小売店や飲食店へ、空輸により究極まで鮮度の良さを求めた水産物を提供

するサービスを行っていましたが、令和２（2020）年４月頃、新型コロナウイルス感染症拡大によっ
て外食産業が影響を受けると、同社も売上がほとんど無くなる程の影響を受けました。 

そこで、同年５月、この厳しい状況を打破するべく、消費者向けに業務用の商品を販売する EC サ
イト「漁師さん応援プロジェクト」を立ち上げたところ、インターネットや SNS を通じて広く知られ
る様になり、消費者の内食需要を掴んで売上の大きな回復に至っています。 
 

【事例 19】新型コロナウイルス感染症拡大を契機として業務用 EC サービスから
消費者向け ECサービスへ拡大（羽田市場株式会社） 

【事例 18】新型コロナウイルス感染症拡大を契機として生産者が鮮魚の通信販売
に挑戦（一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン） 

 
（一社）フィッシャーマン・ジャパンは、宮城県

内で活動している若手漁師や流通業者等から成る団
体です。 

同団体は、今般の新型コロナウイルス感染症拡大
によって外食向けの売上が大きく落ち込むなどの影
響を受けましたが、内食の需要の増加を「質の良い
魚の味わいと、さばき方・楽しみ方を消費者に伝え
るチャンス」と捉え、令和２（2020）年４月、消費
者向けに、従来飲食店等に提供されていた高品質・
高単価の鮮魚を含む詰め合わせの通信販売を開始し
ました。注文者にはオンライン会議アプリ等を使っ
てさばき方を指南しているほか、魚料理の普及に向
けたインターネット動画の配信も行っています。こ
うした取組が功を奏し、好調な売上が続いています。 

 

魚のさばき方のオンライン動画付きの 
鮮魚の通信販売 

（写真提供：（一社）フィッシャーマン・ジャ 
パン） 
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（４）食の安全や持続可能な漁業・養殖業に関する取組 
ア 食の安全に関する取組 
〈多くの水産食品事業者が HACCP対応に取り組む〉 
近年、海外のみならず国内においても、水産物の販路拡大のために HACCP 導入の必要性

が高まっており、多くの水産食品事業者が HACCP に対応するための取組を行っています。
国においても、水産食品事業者の HACCP 導入を推進するため、一般衛生管理や HACCP に
基づく衛生管理に関する講習会の開催等を支援しているほか、EU や米国への輸出に際して
必要なHACCPに基づく衛生管理及び施設基準等の追加的な要件を満たす施設としての認定
の取得を促進するため、水産加工・流通施設の改修等を支援しています。また、水産物の流
通拠点となる漁港においては、高度な衛生管理に対応した荷さばき所等の整備を推進してい
ます。例えば、焼津

や い づ
漁港では、大型漁船の入港、衛生管理対策、冷蔵施設の不足といった課

題に対応することにより、輸出拡大に寄与する効果等が見られています（事例 20）。 
 

 
 

 
海外まき網船の水産物が水揚げされる焼津漁港では、大型漁船への対応や衛生管理対策、高品質で

単価の高い冷凍水産物である PS 製品*を対象とした冷蔵施設の不足が課題となっていました。 
そこで、焼津漁港では、これらの課題の克服とともに輸出の拡大を図るべく、大型漁船に対応でき

る水深の深い岸壁、高度衛生管理型荷さばき所、PS 製品を保管できる能力を持った冷凍・冷蔵施設
の整備が行われました（令和元（2019）年 12 月に完成）。 

その結果、PS 製品の陸揚げ量の増加や輸出向け商材の安定的な確保のほか、焼津地区において
EU・HACCP 認定施設が増加するといった効果も得られており、今後も輸出拡大に寄与していくこ
とが期待されます。 

 
＊ PS 製品：約マイナス 20℃の濃い塩水に鮮度の良いカツオ等をすぐに入れて急速冷凍し、その後超低温保存をした生食向け

製品。 
 

 

焼津漁港において実施した対策例 

【事例 20】高品質な水産物の輸出に向けた供給体制の構築（焼津漁港） 

荷さばき施設整備

大型漁船に対応した
岸壁 水深-9ｍ

冷蔵施設整備

超低温冷蔵施設
（令和元年12月24日完成）

ゾーニング等の実施

腰壁・防鳥ネットにより、搬出エリア
と選別エリアを仕切り

超低温冷蔵施設内部のPS製品

【超低温冷蔵施設情報】

冷蔵庫収容能力：公称3,000t
温度帯：-40℃～-50℃
整備費：1,587百万円
工事完成年度：令和元年度

イ 持続可能な漁業・養殖業に関する取組 
〈水産エコラベル認証取得が増加〉 
世界的に持続可能な漁業・養殖業への関心が高まっている中で、我が国において、生産現

場等での水産エコラベル認証の取得が増えつつあります。かつては輸出先のマーケットのニ
ーズに対応することを主な目的として漁業・養殖業で認証取得が行われてきましたが、近年、
千葉県の海

かい
光
こう
物産株式会社の事例のように、必ずしも輸出を目的としていない漁業・養殖業

での認証取得の動き（事例 21）や、イオン株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 JR
東日本フーズ及び羽田市場株式会社の事例のように小売店及び外食店での認証取得の動きも
見られるようになっています（事例 22）。2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会1において持続可能性に配慮した調達コードが策定され、水産エコラベル認証
品等の調達が推進されていることも、こうした認証への関心が広がるきっかけになっている
と考えられます。 
国においても、水産エコラベル認証の取得を促進すべく、水産エコラベルの認証取得を目

指す事業者へのコンサルティングについて支援を行っているほか、認証を取得した国産水産
物について、海外の見本市等におけるプロモーションの支援を行っています。 
 

 
  

 
1 令和２（2020）年３月30 日に、東京オリンピック競技大会は令和３（2021）年７月23 日から８月８日に、東京パラリンピック競技

大会は同年８月24 日から９月５日に開催されることが決定された。 

 
千葉県船橋市に所在する海光物産（株）は、江戸前で漁獲され

る鮮魚の販売、物流事業を営んでいます。 
同社は、漁船漁業を営む株式会社大傳

だいでん
丸及び有限会社中仙

なかせん
丸と

連携してスズキを対象としたまき網漁業の漁獲情報を収集する
など、率先して資源管理に向けた取組を行っており、平成 30
（2018）年４月には、生産及び流通加工の両段階において MEL
認証を取得しました。 
 また、同社は、江戸前漁業の伝統・文化を次世代につなげるこ
とを目的として学校教育の場で漁業の実態を伝える取組を行っ
ているほか、資源管理と価値の創造の両立に向けて ICT＊を用い
た漁獲物のトレーサビリティの導入に向けて取り組んでいます。 
 
＊Information and Communication Technology：情報通信技術、情報伝達技術。 

海光物産（株）と連携して
取組を行うまき網漁船 

【事例 21】持続可能な江戸前の漁業に向けた取組（海光物産株式会社） 
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（４）食の安全や持続可能な漁業・養殖業に関する取組 
ア 食の安全に関する取組 
〈多くの水産食品事業者が HACCP対応に取り組む〉 
近年、海外のみならず国内においても、水産物の販路拡大のために HACCP 導入の必要性

が高まっており、多くの水産食品事業者が HACCP に対応するための取組を行っています。
国においても、水産食品事業者の HACCP 導入を推進するため、一般衛生管理や HACCP に
基づく衛生管理に関する講習会の開催等を支援しているほか、EU や米国への輸出に際して
必要なHACCPに基づく衛生管理及び施設基準等の追加的な要件を満たす施設としての認定
の取得を促進するため、水産加工・流通施設の改修等を支援しています。また、水産物の流
通拠点となる漁港においては、高度な衛生管理に対応した荷さばき所等の整備を推進してい
ます。例えば、焼津

や い づ
漁港では、大型漁船の入港、衛生管理対策、冷蔵施設の不足といった課

題に対応することにより、輸出拡大に寄与する効果等が見られています（事例 20）。 
 

 
 

 
海外まき網船の水産物が水揚げされる焼津漁港では、大型漁船への対応や衛生管理対策、高品質で

単価の高い冷凍水産物である PS 製品*を対象とした冷蔵施設の不足が課題となっていました。 
そこで、焼津漁港では、これらの課題の克服とともに輸出の拡大を図るべく、大型漁船に対応でき

る水深の深い岸壁、高度衛生管理型荷さばき所、PS 製品を保管できる能力を持った冷凍・冷蔵施設
の整備が行われました（令和元（2019）年 12 月に完成）。 

その結果、PS 製品の陸揚げ量の増加や輸出向け商材の安定的な確保のほか、焼津地区において
EU・HACCP 認定施設が増加するといった効果も得られており、今後も輸出拡大に寄与していくこ
とが期待されます。 

 
＊ PS 製品：約マイナス 20℃の濃い塩水に鮮度の良いカツオ等をすぐに入れて急速冷凍し、その後超低温保存をした生食向け

製品。 
 

 

焼津漁港において実施した対策例 

【事例 20】高品質な水産物の輸出に向けた供給体制の構築（焼津漁港） 

荷さばき施設整備

大型漁船に対応した
岸壁 水深-9ｍ

冷蔵施設整備

超低温冷蔵施設
（令和元年12月24日完成）

ゾーニング等の実施

腰壁・防鳥ネットにより、搬出エリア
と選別エリアを仕切り

超低温冷蔵施設内部のPS製品

【超低温冷蔵施設情報】

冷蔵庫収容能力：公称3,000t
温度帯：-40℃～-50℃
整備費：1,587百万円
工事完成年度：令和元年度

イ 持続可能な漁業・養殖業に関する取組 
〈水産エコラベル認証取得が増加〉 
世界的に持続可能な漁業・養殖業への関心が高まっている中で、我が国において、生産現

場等での水産エコラベル認証の取得が増えつつあります。かつては輸出先のマーケットのニ
ーズに対応することを主な目的として漁業・養殖業で認証取得が行われてきましたが、近年、
千葉県の海

かい
光
こう
物産株式会社の事例のように、必ずしも輸出を目的としていない漁業・養殖業

での認証取得の動き（事例 21）や、イオン株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 JR
東日本フーズ及び羽田市場株式会社の事例のように小売店及び外食店での認証取得の動きも
見られるようになっています（事例 22）。2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会1において持続可能性に配慮した調達コードが策定され、水産エコラベル認証
品等の調達が推進されていることも、こうした認証への関心が広がるきっかけになっている
と考えられます。 
国においても、水産エコラベル認証の取得を促進すべく、水産エコラベルの認証取得を目

指す事業者へのコンサルティングについて支援を行っているほか、認証を取得した国産水産
物について、海外の見本市等におけるプロモーションの支援を行っています。 
 

 
  

 
1 令和２（2020）年３月30 日に、東京オリンピック競技大会は令和３（2021）年７月23 日から８月８日に、東京パラリンピック競技

大会は同年８月24 日から９月５日に開催されることが決定された。 

 
千葉県船橋市に所在する海光物産（株）は、江戸前で漁獲され

る鮮魚の販売、物流事業を営んでいます。 
同社は、漁船漁業を営む株式会社大傳

だいでん
丸及び有限会社中仙

なかせん
丸と

連携してスズキを対象としたまき網漁業の漁獲情報を収集する
など、率先して資源管理に向けた取組を行っており、平成 30
（2018）年４月には、生産及び流通加工の両段階において MEL
認証を取得しました。 
 また、同社は、江戸前漁業の伝統・文化を次世代につなげるこ
とを目的として学校教育の場で漁業の実態を伝える取組を行っ
ているほか、資源管理と価値の創造の両立に向けて ICT＊を用い
た漁獲物のトレーサビリティの導入に向けて取り組んでいます。 
 
＊Information and Communication Technology：情報通信技術、情報伝達技術。 

海光物産（株）と連携して
取組を行うまき網漁船 

【事例 21】持続可能な江戸前の漁業に向けた取組（海光物産株式会社） 
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 水産エコラベル認証は、漁業・養殖業の生産段階についての認証のほか、加工した上で店舗に並
ぶまで、もしくは外食産業を通じて顧客の目の前に届けられるまでの流通・加工段階についての認
証もあります。近年、我が国においても、流通・加工段階の水産エコラベル認証（CoC 認証＊）を
取得し、水産エコラベルを表示した水産物を販売する小売店や外食店が見られるようになってきて
います。 

 

MELマークを付与したオリジナルブランド商品 
（写真提供：（株）イトーヨーカ堂） 

【事例 22】小売店・外食店における水産エコラベル認証の取得 

取扱いを開始したMSC認証 
タイセイヨウクロマグロ（上） 
及びASC認証銀鮭（下） 

（写真提供：（株）JR東日本フーズ） 

(3) 株式会社 JR東日本フーズ及び羽田市場株式会社 
 （株）JR 東日本フーズ及び羽田市場（株）は、東京
駅内の「回転寿司 羽田市場」で、MSC・ASC 認証
の水産物を扱うための CoC 認証を取得し、令和２
（2020）年 10 月、MSC 認証を取得したタイセイヨウ
クロマグロ及び ASC 認証を取得した銀鮭の取扱いを
開始しました。タイセイヨウクロマグロは宮城県気仙
沼市の株式会社臼

うす
福
ふく
本店が供給しており、銀鮭は宮城

県女川町の株式会社マルキンが供給しています。 
 

＊製品の製造・加工・流通の全ての過程において、認証水産物が適切 
に管理され、非認証原料の混入やラベルの偽装がないことを認証す
るもの。 

MSC認証の北海道産ホタテ貝柱等の太巻商品 
（写真提供：イオンリテール（株）） 

(1) イオン株式会社 
 イオン（株）は、平成 18（2006）年に MSC の CoC
認証、平成 26（2014）年に ASC の CoC 認証を取得
したことを皮切りに、平成 29（2017）年４月に策定
した「2020 年目標」では、イオングループの総合ス
ーパー、スーパーマーケット企業で MSC・ASC の
CoC 認証の 100％取得を目指すことを掲げて取組を
進めています。令和元（2019）年度は、80％を超え
るグループの店舗で CoC 認証の取得に至っており、
取り扱う MSC・ASC 認証の魚種及び品目は国産の水
産物も含めて拡大しています。 
 (2) 株式会社イトーヨーカ堂 
 （株）イトーヨーカ堂は、国産養殖魚のオリジナル
ブランド商品の生産者とともにMEL 認証の取得に取
り組み、令和２（2020）年３月、日本の大手小売業
として初めて MEL 認証を取得し全国の店舗で MEL
マークを付与したブリ（熊本県産）、カンパチ（鹿児
島産）、マダイ（三重県産）、ヒラメ（三重県産）の販
売を開始しました。 
 
 

第３節 水産業の成長産業化に向けたマーケットインの取組の推進 
 
（１）マーケットインの取組の一層の推進の必要性 
第１節で見てきたように、世界全体では水産物の消費量が過去半世紀で２倍に増加し、価
格についても今後も高値で推移すると予測される中で、我が国では人口減少や、共働き家庭
の増加に伴う家事時間の短縮による食の簡便化志向が高まるなど消費者の食の志向の変化等
を要因として水産物消費量の減少が続いています。 
また、直近では新型コロナウイルス感染症拡大の影響による巣ごもり消費に伴い、スーパ
ーマーケットでの売上が好調となった一方で、市場で流通する水産物の取扱金額が、高級魚
介類を中心に前年度に比べて下落するなどの影響を受けているところです。さらに、世界で
は、食品安全に関する意識の高まりを背景として、水産物を輸出する際には、輸出先国・地
域から求められる HACCPの実施や施設基準への適合が必要とされ、また、SDGｓ（持続可
能な開発目標）に対する関心の高まりを背景に水産エコラベルを活用する動きも広がりつつ
あります。 
第２節では、こうした状況の中でも、漁業者や水産加工業者等の水産関係事業者が、国内
外の消費者や顧客のニーズの把握やニーズへの対応に取り組んでいる事例を見てきました。
それらの事例でも見られるように、マーケットインの取組は、価値向上や販路拡大、海外需
要の獲得といった成果が期待できるものです。 
このように、我が国水産業の成長産業化を進めていくためには、それぞれの地域の実情に
即しつつ、地域の強みを生かし、マーケットインの取組により国内外の消費者や顧客が求め
る価格と品質のバランスの確保、食の簡便化志向の高まりに対応した加工形態、つまり、食
べやすい製品になっているか、好まれるパッケージになっているか、また特に輸出向け製品
については食品の安全性や持続性に配慮した製品になっているか等について丁寧に分析し、
これらのニーズに対応した生産・流通・加工・販売を行うことが必要です。 

 
（２）マーケットインの取組の方向 
ア 漁業における取組の方向 
〈産地における情報交換から可能となる計画的な生産と工夫〉 
漁業においては、天候・海況によって生産活動が制限されるなど、養殖業に比べ、定質・
定量・定時・定価格の魚介類を計画的に生産することが比較的難しい側面があると考えられ
ますが、他方では、養殖コストや養殖期間に課題があるなど養殖技術が確立していない天然
の魚介類を生産することができます。 
このような天然の魚介類には、アジ、サバ類等の多獲性浮魚類や漁獲量が少なく高値で取
引される高級魚等があります。多獲性浮魚類については、漁具・漁法によっては、一度に大
量に漁獲されるなど、水揚げが不安定になることがありますが、例えば、定置網漁業におい
て、生簀網を定置網の一部に設け、水揚げが不安定な魚を生きたまま保管し、直販所や飲食
店等のニーズに応じた出荷をできるようにしたという事例を第２節の中で取り上げました。
これは直販店や飲食店等が魚を必要とするタイミングで必要な量だけ提供するというニーズ
に応えたマーケットインの取組に該当します。 
一度に大量に漁獲された場合に冷凍保存し、時化等で生鮮魚介類を供給できない場合に、
水産加工業者や小売店等に対して、代替品を供給することもマーケットインの取組に該当し
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